
２０１６年佐賀いのちの電話　事業報告

Ⅰ 事業の概要

　当いのちの電話は、人生の危機や自殺の窮地に立たされている人々に対する自殺予防を主な

目的とし、開局以来一日も休むことなく、18年目の電話相談活動を続けてきました。日本いのちの

電話連盟のセンター別受信統計（２８年）によると、全国４９センターのうち、佐賀の通常ダイヤル受

信数は8番目、連盟の自殺予防フリーダイヤルは4番目にランクされ、地道な活動が評価されてい

ます。受信総数は平成２８年には２万７９件、一日平均５５件に上ります。

　しかし、相談員数は年度当初は１８０人（内休務者１６人）だったものが、年度末までに１１人の方が

退会され相談員数は１６９人となりました。。さらに休務者や当番に入りにくい人が46人も数え、実

質１３０人を切る相談員でやりくりしているのが実情。

　平成２９年４月には２２期生８人が加わわるものの、毎年新人を上回る退会者があるうえ、休務者が

急増しており、相談員の確保が大きな課題になっています。

　さらに当番表の空コマが前年の２倍になり、空コマ対策が喫緊の課題です。相談員の高齢化や意識

の多様化が進む中、事務局の調整も難航しています。重要課題として、理事会、相談員が一緒に

考え、取り組む必要があります。

Ⅱ 事業運営

1 役員会等の開催状況

○ 第１回評議員会・理事会 期日 平成２８年　５月２１日（土）　メートプラザ佐賀

評議員１７人（内理事９人）監事２人

○ 第２回評議員会・理事会 期日 平成２９年　２月１４日（火）　メートプラザ佐賀

評議員１９人（内理事１０人）監事１人

○ 第３回評議員会・理事会 期日 平成２９年　３月２１日（火）　佐賀市市民活動プラザ

評議員２１人（内理事１０人）監事２人

○ 第１回常任理事会 期日 平成２８年　４月１８日（月）　佐賀市市民活動プラザ

○ 第２回常任理事会 期日 平成28年　5月21日（土）　メートプラザ佐賀

○ 第３回常任理事会 期日 平成２８年　７月２５日（月）　事務所

○ 第４回常任理事会 期日 平成２８年８月２９日（月）　事務所

○ 第５回常任理事会 期日 平成２８年１０月６日（木）　事務所

○ 第6回常任理事会 期日 平成28年11月７日（月）　　　佐賀市市民活動プラザ

○ 第7回常任理事会 期日 平成28年１２月１２日（月）　　佐賀市市民活動プラザ

○ 第8回常任理事会 期日 平成29年２月２７日（月）　　佐賀市民交流プラザ
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○ 監査会 期日 平成28年　５月１３日（金）　事務所

○ 相談員・役員合同会議 期日 平成28年6月26日（日）　朝風ホテル

相談員２０人（内役員５人）　理事・評議員・監事等１０人

Ⅲ 相談電話事業

1 電話相談活動の実施

○ 電話相談 年中無休・２４時間体制

○ 相談電話 ２台

○ 電話相談員 １６９人（平成２９年３月）

受信件数 ２０，０７９件 一日平均 　５５件

平成２７年 ２２，４７９件 （１日６２）

平成２６年 ２３，６９６件 （１日６５）

＜参考＞ 平成25年 26,193件 (1日72）

平成24年 26,591件 (1日72）

2 電話当番空白数

平成２８年 平成２７年 平成26年 平成25年 平成24年

１６２コマ ８０コマ １６コマ ２５コマ １７コマ

3 「自殺予防・佐賀いのちの電話」の実施

○ 自殺予防相談電話（24時間） ０９５２－３４－４３４３

○ 佐賀県自殺予防夜間相談電話（毎日1:00-7:00） ０１２０－４００－３３７

○ 全国自殺予防いのちの電話（毎月10日8:00-11日8:00） ０１２０－７８３－５５６

○ 自死遺族支援わかち合い「ハートの海」 ０９５２－３４－４１８６

4 熊本地震いのちの電話フリー電話 期間　　７月～

受信件数　３４件　　受信時間　８５５分

5 電話相談員の現況・養成等

(1) 電話相談員数

① 平成２９年３月末 １６９人 ２２期第３課程受講者数　　８人

② 平成２８年３月末 １７６人 ２１期第３課程受講者数　　９人

③ 平成２７年３月末 161人 ２０期第３課程受講者数　　15人　1５人

④ 平成２６年３月末 173人 １９期第３課程受講者数　16人　1６人

⑤ 平成２５年３月末 162人 １８期第３課程受講者数 　１９人
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(2) 電話相談員の養成

① 第１課程 第２２期カウンセリング公開講座

期間 ５月～７月 講義・演習 １２回

受講生 水曜班・土曜班 ２９人

② 電話相談員養成講座

第2課程　第２２期養成講座　　 期間 平成２８年９月～翌年３月

　講義・演習２７回（宿泊研修を含む）

　受講生 水曜班・土曜班 ８人

第3課程　２２期生養成講座 期間 平成２９年４月～翌年３月

　電話相談実習　　月３回 グループSV　　年１２回

　個人SV 年２回 受講生 ８人

(3) 電話相談員の継続研修・表彰

① 班研修 グループSV（スーパーヴィジョン） 毎月実施

② 全体研修 ５回

③ 認定・表彰 21期生認定者　　9名

100回表彰 200回表彰 300回表彰 400回表彰 700回表彰 800回表彰 900回表彰

10人 9人 6人 8人 1人 １人 1人

6 　　　①九州地区ワークショップ佐賀大会の開催等

期日　　7月　　　　　　　　　　　16日（土）１７日（日） アバンセ　　　　　　　　　　　基調講演　副田　ひろみ　様

　　　 参加者佐賀いのちの電話　１１１人　　 県外　５３人

②全国研修会 なら大会 9月15日～１７日 相談員11人参加

Ⅳ 委員会・会活動

(1) 研修委員会

① 研修委員会 　　３回 ＊相談員認定、公開・養成講座、継続研修、相談員の手引き改訂等

② 研修サポーターの会 毎月1回開催

(2) 広報委員会   毎月1回開催

① 会報「ハートの海」４７号・４８号発行

② 相談員会報「ゆう」第３４号発行

幸せの黄色いレシートキャンペーン、ショッピングセンター等での広報啓発活動
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(3) 事業委員会 毎月1回開催

① バザー用品回収 1回

② チャリティーのつどい 1回 12月10日（土）メートプラザ佐賀　156人出席

(4) 世話人会 隔月　

Ⅴ 委託・補助事業

(1) 受託事業

佐賀県自殺予防夜間電話相談事業 毎日 1：00～7：00

佐賀市自殺対策普及啓発事業

(2) 補助事業

佐賀県自殺対策緊急強化基金事業

厚生労働省自殺対策事業

(3) 助成金 毎日新聞西部本社社会事業団 １００，０００円

(4) 佐賀県「ＣＳＯ支援自販機」事業の受託

Ⅵ 自死遺族支援事業

(1) 「ハートの海」の「自死遺族のつどい」開催

① 毎月　第４土曜日 13時30分～16時 佐賀市・アバンセ

(2) 「ハートの海」スタッフ研修

① スタッフ自主研修会 毎月　　第4土曜日 １３時～１６時

② いのちの電話自死遺族支援合同研修会

１２月１３日（木） 東京 ２人参加

③ 全国自死遺族ケア団体全国ネットスタッフ研修会

2017/2/14（土） 東京 2人参加

(3) 「自死遺族支援事業」の公開講演会

① 自死遺族・熊本震災 支援講演会　３月11日(土)14:00～ ほほえみ館

演題　「熊本地震こころの傷」

講師：池田　幸蔵　氏　熊本いのちの電話常務理事

パンフレット・リーフレット等の作成、佐賀市報・ラジオ等を活用した広報啓発活動
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